
Konkon Art Photo Service

美術作品複写撮影サービス料金表

撮 影 料

撮影オプション

出張撮影
  東京 23 区内 東京 23 区以遠～関東 関東以遠

  ￥15,000 ／日 ￥30,000 ／日 ￥50,000 ／日 
※交通費（実費）別途

展覧会会場撮影  1 会場５カット ￥30,000 1 会場 10カット ￥50,000 ※出張費含む　※交通費（実費）別途

ポートレート撮影 3 ポーズ ￥15,000　 ( 例：正面・斜め・ライトアレンジ )    

画像修正・加工
  無料    ：基本的な色調補正

（レタッチ・切抜きなど） A 難度：単純な切り抜きなど　　　　B 難度：A + 修正を伴う作業　　　　　C 難度： B + 合成を伴う複雑な作業

  ￥500 ／点　　　　　　　　　　  　￥2,000 ／点　　　　　　 　　　　　　 ￥5,000~ ／点

追加DVD焼込み ￥500 ／枚    

写真プリント キャビネ ￥350 ／枚 A4 ￥700 ／枚 A3 ￥1500 ／枚 ※インクジェット・光沢写真用紙

　　　　　　　　　　　　　A4コンタクトシート　￥500 ／枚

撮影点数割引　　10点以上 ➡ 10%割引　   30点以上 ➡ 20％割引　
　　　　　　　　50点以上 ➡ 25％割引　100点以上 ➡ 30％割引
＊各カテゴリー毎に、同時に撮影する作品点数により、撮影料を割引ます。

メディア持込み　　￥300割引
＊撮影データを保存する外部ストレージ（DVD、USBメモリ、外付けHDなど）をお持込みいただくと撮影料の合計金額から割引きます。

 Ⓒ ￥10,300～     
（別途お見積り）

附帯サービス
 　平面 A　～1m（40 号）以内 ￥500

開梱・梱包料　 　平面 B　～2m（120 号）以内 ￥1,000

 　その他　2m（120 号）超～ ￥500 ／㎡

　　　　　　　　　　立体　　　別途お見積り　　　　 ￥1,000 ～

データ転送作業料 　￥200

【郵送にてご依頼の場合】　送付時に、返送用宅配便の着払い送り状を入れて、必ず元払いでお送りください。
                                                  撮影後、請求書をお送りします。お振込を確認後、撮影データと共に撮影物を返送します。

大型作品撮影
イメージ（オーダー）撮影

 [ 画像データサイズ ]　約 5030 万画素（8688x5792pixel）　約 150MB ／ 枚（TIFF 形式）　約 10MB／ 枚（JPEG 形式）
＊上記金額には、納品用DVD焼込み料が含まれます。

◎平面作品 2ｍ 超～、立体作品 100 ㎝ 超～の場合。
◎金属・ガラスなどのテクスチャーの表現、作品イメージの
　演出効果など、個別のライティングが求められる場合。

※長辺寸法

※長辺寸法
～50 ㎝※以内　　　　　　　　　　～ 100 ㎝※以内の立体及び透過物、光沢物

　￥3,300　 　￥5,300

平面作品
～1m※（40 号）以内 ～2ｍ※（120 号）以内

　￥2,300　 　￥3,300

立体作品

※当方での作品開梱・梱包作業が必要になる場合、
　左記の料金が追加となります。
　また送料は別途実費となります。

※撮影データを大容量転送メールで納品ご希望の場合。

割引制度

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ Ⓑ

コンコン・アート・フォト・サービス
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フィ ル ム 撮 影 料

 Ⓒ ￥20,600～     
（別途お見積り）

大型作品撮影
イメージ（オーダー）撮影

[ フィルムサイズ ] 4×5
＊附帯サービス、割引制度はデジタル撮影と同様です。（メディア持ち込み割引を除く）

◎平面作品 2ｍ 超～、立体作品 100 ㎝ 超～の場合。
◎金属・ガラスなどのテクスチャーの表現、作品イメージの
　演出効果など、個別のライティングが求められる場合。

※長辺寸法

※長辺寸法
～50 ㎝※以内　　　　　　　　　　～ 100 ㎝※以内の立体及び透過物、光沢物

　￥6,600　 　￥10,600

平面作品
～1m※（40 号）以内 ～2ｍ※（120 号）以内

　￥4,600　 　￥6,600

立体作品

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ Ⓑ

フィルム撮影に関しては、現在ほぼ需要がなくなったために現在はフィルムを常備しておりません。
使用するフィルムをお客様ご自身でお持ち込みいただくか、当方でご用意するフィルムを実費お買取りいただくシステムにしております。

参考　 (2018 年 5月現在 )

リバーサルフィルム   FUJIFILM CUT PROVIA 4X5 　20 枚入り         
現像代  （E6）                        1 シートあたり     　　　　　　　　　　  　　

¥9,750
¥585

フィルム代・現像代

【フィルム使用枚数について】　
通常ポジフィルム撮影の場合、１作品につき6カット撮影します。
うち適正露出の 2カットを納品します。

Konkon Art Photo Service

美術作品複写撮影サービス料金表

コンコン・アート・フォト・サービス

ス キ ャ ニ ン グ

フ ラッド ヘ ッド ス キャン
～10MB　　　　　　　　 　￥1500

以降10MB毎　　　　　　　￥1500

Web用  （72dpi）  プリンター用  (200dpi) 印刷用  (350dpi)

L

2L

A4

A3

A2

A1

値段（ドラム/フラッドヘッド）

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥3,000

画像サイズ (px)

253×360

360×505

595×842

1240×877

1240×1754

1684×2384

画像サイズ (px)

701×1000

1000×1402

1654×2339

3508×4961

3307×4677

4677×6622

値段（ドラム/フラッドヘッド）

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥3,000

￥6,000/￥4,500

￥7,500/￥7,500

￥13,500/￥13,500

値段（ドラム/フラッドヘッド）

￥6,000/￥1,500

￥6,000/￥3,000

￥6,000/￥6,000

￥10,500/￥10,500

￥21,000/￥21,000

￥42,000/￥42,000

画像サイズ (px)

1226×1750

1750×2453

2894×4093

4098×5787

5787×8185

8185×11589

カラーポジフィルム、カラーネガフィルム、白黒フィルム、
透過原稿および反射原稿ともにA3まで

ド ラ ム ス キ ャン
～40MB　　　　　　　　   　￥6000

以降10MB毎　　　　　　　￥1500

高精細なスキャニング　　
カラーポジフィルム、カラーネガフィルム、白黒フィルム

【例】　出力サイズA4(210mm×297mm)、プリンター出力（200dpi）、フラッドヘッドスキャニングの場合、必要解像度1654px×2339px  データ容量11.1MB　料金¥3,000

2019 年 9月1日改訂


